
新規および変更情報

•ファームウェアリリース 11.1(2)の新機能および変更された機能（1ページ）
•ファームウェアリリース 11.1(1)の新機能および変更された機能（2ページ）
•ファームウェアリリース 11.0(1)の新機能および変更された機能（3ページ）
•ファームウェアリリース 11(0)の新機能および変更された機能（4ページ）
•ファームウェアリリース 10.4(1)SR1の新着情報（7ページ）
•ファームウェアリリース 10.4(1)の新着情報（7ページ）

ファームウェアリリース 11.1(2)の新機能および変更され
た機能

新規または変更されたセクション機能

着信および発信コールの名前の逆引きルック

アップ

名前の逆引きルックアップの有効化および無

効化

着信コールおよび発信コールに対する発信者

名ルックアップの制御

ヘッドセットの安全性に関する重要な情報

Ciscoヘッドセット 500シリーズ

サードパーティ製ヘッドセット

電話機のヘッドセット設定

Cisco Headset 531および 532のカスタマイズ

ヘッドセットソフトウェアのアップグレード

Ciscoヘッドセット 531および Ciscoヘッド
セット 532
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新規または変更されたセクション機能

緊急通報サポートの背景

緊急通話を行うための電話機の設定

E911地理位置情報の構成

緊急通報が緊急サービスに接続されない

緊急コールの発信

LDAP over TLSの設定LDAP over TLS（LDAPS）

電話のWebページからの DHCP VLANオプ
ションのセットアップ

VLANの設定

[ネットワークの設定（NetworkConfiguration）]
のフィールド

DHCP VLANオプション

XSIサービス

電話機がXSIのBroadSoftディレクトリにアク
セスできない

XSIサービスの HTTPSサポート

ファームウェアリリース 11.1(1)の新機能および変更され
た機能

新規または変更されたセクション機能

ディクショナリサーバスクリプト

電話機の表示に関する問題

フォントが小さ過ぎるか異常な文字が含まれ

ている

電話画面にアジア言語の文字の代わりにボッ

クスが表示される

電話のロケールが表示されない

ソフトキーラベルが切り捨てられる

アジア言語サポート

コールセンターエージェント電話のセット

アップ

ACDコール情報が欠落している

ACD設定

電話機に ACDソフトキーが表示されない

コールセンターサポート

新規および変更情報
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新規または変更されたセクション機能

SIP RECでリモート通話録音の有効化

SIP INFOによるリモートコール録音の有効化

通話が録音されない

コール録音

ビデオコーデックの設定

ビデオ設定

ビデオ送信解像度のセットアップ

ビデオ帯域幅の制御

ビデオ設定

ビデオサービスの無効化

ビデオ設定

Cisco IP Phone 8845および 8865のサポート

WebページのUIボタンによる電話の初期設定
へのリセット

工場出荷時の状態へのリセット（Factory
Reset）

電話機Webページの [初期設定へのリセット
（Factory Reset）]ボタン

[ネットワークの設定（NetworkConfiguration）]
のフィールド

IPv6の情報

ネットワーク設定

IPv6設定

IPv6のサポート

プレゼンス用の電話のセットアップ

Broadsoft XMPP

電話でのプレゼンス表示メッセージ：サーバ

から切断された（Disconnected from Server）

プレゼンスステータスが動作しない

プレゼンス

ファームウェアリリース 11.0(1)の新機能および変更され
た機能

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

新規および変更情報
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更新されたセクションリビジョン

のMOS-LQ値およびMOS-CQ値を参照してください。
回線コールステータス

MOS拡張機能が追加されました。

補足サービス

設定ユーティリティによる不在着信通知の設定

[設定ユーティリティ（Configuration
Utility）]ページで不在着信表示を設
定する方法が追加されました。

電話機Webページから電話機を初期設定にリセットす
る

電話機のWebページで URLを使用して電話機の問題を
特定する

特定の URLを持つ電話機のWeb
ページでの初期設定へのリセットお

よびページングが追加されました。

スターコードによる電話会議ボタンの有効化スターコードに関する追加情報は、

電話機のWebページから [電話会議
（Conference）]ハードキーに追加さ
れます。

起動表示としてロゴを追加ロゴをブート表示として追加できま

す。

キー拡張モジュールの自動検出接続するとキー拡張モジュールが自

動検出されます。

ファームウェアリリース 11(0)の新機能および変更され
た機能

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

更新されたセクションリビジョン

PRTアップロードの設定PRTアップロードURLの設定が追加されまし
た。

• #unique_64問題レポートツールの機能拡張が追加されま

した。

PRTアップロードの設定問題レポートツールのアップロードが追加さ

れました。

ダイヤルアシスタンスの有効化ダイヤルアシスタンスの有効化が追加されま

した。

追加回線キーのセットアップ追加の回線キーサポートが追加されました。

新規および変更情報
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更新されたセクションリビジョン

• NATの設定

• SIPの設定（SIP Settings）

•コール機能の設定

•プロキシと登録

•サブスクライバ情報

•音声の設定

基本コールの機能拡張が追加されました。

電話機のWebインターフェイスへのアクセス
の有効化

システム設定

Web httpsの機能拡張が更新されました。

コール転送[音声（Voice）]タブおよび [ユーザ（Users）]
タブのコール転送サポートが追加されました。

XMLサービス

XMLディレクトリサービス

XMLアプリケーション

マクロ変数

XMLアプリケーションに接続するための電話
機の設定

XMLディレクトリサービスに接続するための
電話機の設定

XMLアプリケーションのサポートが追加され
ました。

電話機のホテリングの有効化ホテリングのサポートが追加されました。

DNDとコール転送の同期の設定DNDとコール転送の同期が追加されました。

ユーザパスワードの設定設定ユーティリティでのパスワード設定機能

が追加されました。

TR-069による電話機の管理

TR-069

TR-069ステータス

TR-069サポートが追加されました。

ダイヤルプラン（Dial Plan）[ダイヤルプラン（Dial Plan）]フィールドが更
新されました。

802.1X認証802.xのサポートが追加されました。

新規および変更情報
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更新されたセクションリビジョン

BluetoothワイヤレスヘッドセットBluetoothワイヤレスヘッドセットの機能拡張
が追加されました。

共有回線

共有回線の設定

共有回線の機能拡張が追加されました。

NATマッピングの有効化NATの有効化が追加されました。

LDAPLDAPの機能拡張が追加されました。

設定ユーティリティページによる短縮ダイヤ

ルの設定

短縮ダイヤルの設定が追加されました。

電子フックスイッチの有効化

音量（Audio Volume）

設定ユーティリティでの電子フックスイッチ

の有効化が追加されました。

短縮ダイヤル短縮ダイヤルのトピックが更新されました。

設定ユーティリティによる複数ユーザの話中

ランプフィールドの設定

複数のユーザに対する話中ランプフィールド

が更新されました。

•話中ランプフィールド表示ラベルの設定

•キー拡張モジュールのLCDの明るさの設
定

キー拡張モジュールでのコールパーク、BLF
表示ラベル、およびLCDの明るさ設定が追加
されました。

キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの設定キー拡張モジュールでの短縮ダイヤル変更の

サポートが更新されました。

キー拡張モジュールでの話中ランプフィール

ドの設定

キー拡張モジュールの BLF機能が更新されま
した。

設定ユーティリティでのカスタマイズ状態の

表示

カスタマイズ状態の表示が追加されました。

•他の機能と連動する話中ランプフィール
ドの設定

付加的な複数の機能を使用した BLF設定が追
加されました。

モニタ側電話機の話中ランプフィールドの構

成

話中ランプフィールドのモニタリングが更新

されました。

DNDのスターコードの設定応答不可機能のスターコードサポートが追加

されました。

•プログラム可能なソフトキープログラム可能なソフトキーの変更が更新さ

れました。

新規および変更情報
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更新されたセクションリビジョン

プロビジョニング権限の設定プロビジョニング権限の変更が更新されまし

た。

[応答不可（Do Not Disturb）]を有効にする応答不可機能の変更が更新されました。

•自動的にページングを受け入れるための
電話機の設定

•サーバ構成のページング

自動ページング機能が追加されました。

#unique_113電話機の設定ユーティリティ（Webページ）
のすべてのセクションが更新されました。

ファームウェアリリース 10.4(1)SR1の新着情報
Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

更新されたセクションリビジョン

ページンググループの設定（マルチキャスト

ページング）

「ページンググループの設定」が追加されま

した。

英数字ダイヤリングの設定「英数字ダイヤルの設定」が追加されました。

ファームウェアリリース 10.4(1)の新着情報
Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

更新されたセクションリビジョン

Cisco IPPhoneキー拡張モジュールセットアッ
プの概要

キー拡張モジュールの電源情報

電話機のWebページからのキー拡張モジュー
ルの設定

キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの設定

キー拡張モジュールが追加されました。

回線キーの短縮ダイヤルの設定回線キーの短縮ダイヤルが追加されました。

モニタ側電話機の話中ランプフィールドの構

成

モニタ側電話機の話中ランプフィールド設定

が追加されました。

新規および変更情報
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更新されたセクションリビジョン

プロビジョニング権限の設定プロビジョニング権限が追加されました。

プログラム可能なソフトキーの設定プログラム可能なソフトキーのカスタマイズ

が追加されました。

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能リモートカスタマイズが追加されました。

エラーレポートツールのログのダウンロード問題レポートツールが追加されました。
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ファームウェアリリース 10.4(1)の新着情報
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